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Q&A 
 

仮想インフラストラクチャおよび 
プライベートクラウド インフラストラクチャ向けの 
シスコのデータセンター セキュリティ ソリューション 
お客様の懸念事項 
Q. 仮想インフラストラクチャおよびクラウド インフラストラクチャのセキュリティは、なぜ重要なのですか。 
A. 仮想化とクラウド コンピューティングは、情報やサービスの提供方法と消費の方法を変化させます。リソースを

迅速に効率よく利用できることは業績や競争力のアップにつながり、企業はビジネスの目標を早期に達成でき

るようになります。一方で、仮想化とクラウド コンピューティングはセキュリティ リスクに関する新たな技術上の

課題をもたらし、ビジネス プロセスを変化させます。企業が成功を収めるには、このようなセキュリティ上の課

題に対処する必要があります。 

Q. お客様が仮想化とクラウド コンピューティングに抱く懸念にはどういったものがありますか。 
A. 仮想化とクラウド コンピューティングに関連するセキュリティ上の問題は、次の 4 つのカテゴリに分けられます。 

● 脅威に対する防御：ネットワークは、内外の脅威から保護されなければなりません。外部からの脅威という

点では、データの喪失、ネットワークとアプリケーションへの攻撃、またはその他の高度な攻撃から、インフラ

ストラクチャとアプリケーションを保護する必要があります。そのためには、インテリジェントな脅威対策、パッ

シブな OS フィンガープリントの取得、レピュテーション技術、コンテキスト対応分析など、最新の技術を駆使

することが求められます。内部からの脅威という点では、フレームワーク、DNS、ポート、またはプロトコルへ

の一般的な攻撃や、不満を抱いている従業員による脅威から保護する必要があります。 

● 新しいテクノロジーがもたらす課題：代表的な例がマルチテナントです。大規模な仮想インフラストラクチャや

クラウド インフラストラクチャでは、アプリケーション、営業部門、または職務ごとに専用の物理的なインフラ

ストラクチャ（サーバ、スイッチ、ストレージ）を使用するのではなく、マルチテナント方式によって、保護された

信頼できる仮想コンピューティング環境を必要とする各ビジネス グループを論理的に切り分けます。セグメ

ント化された環境間のデータ フローを安全に保護するには、割り当てられたテナントのみにデータが出入り

するようにし、そのテナントへのアクセスが承認された個人またはサービスのみがデータの追加や復旧がで

きるようにする必要があります。 

● 可視性：コンプライアンスを保持し、仮想データセンターおよびクラウド データセンターの可視性を確保でき

るかどうかは、お客様にとって最大の懸念事項です。お客様は、仮想世界でも物理的な世界と同様のコント

ロールができることを望みます。また、きめの細かい可視性は、社内、業界、および法規制上の標準を遵守

するための前提となるものでもあります。 

● サーバ仮想化の課題：VMware vMotion により、仮想マシンを物理ポート間（ラック、ポッド、またはデータセ

ンター間）で移動できますが、その際に、ネットワーク ポリシーも一緒に移行する必要があります。管理者は、

ローカルでスイッチされるトラフィックに関して、ネットワークやセキュリティ ポリシーを確認したり適用したり

する必要があります。また、職務の分離を維持しつつ、運用が中断することのないように配慮しなければな

りません。企業は複雑化を避け、拡張性を高めるために、VLAN に依存しないソリューションを必要とします。 
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セキュア データセンターに対するシスコの戦略 
Q. 仮想環境へのセキュアな転換とクラウドへの移行を検討する際に、最初に考慮すべきことは何ですか。 
A. 仮想化とクラウドのセキュリティには、テクノロジーとビジネス の両方の観点から取り組む必要があります。企

業は、データセンターとクラウド コンピューティングに関する全体的な計画プロセスに最初からセキュリティを組

み入れ、セキュリティを企業ガバナンスと企業文化の一部とする必要があります。何をいつ仮想化し、クラウド

に移行するかを決める際には、自社の IT 計画をビジネスのレンズを通して評価し、目標、プロセス、およびア

プリケーションを再検討する必要があります。これらのビジネス目標は、リスク要因、アーキテクチャの要件、お

よび制限事項を踏まえたものでなければなりません。そのうえで、俊敏性と即応性を兼ね備えた仮想アーキテ

クチャとクラウド アーキテクチャを実現するために、これらのアーキテクチャにセキュリティを戦略的に組み込む

方法を計画します。仮想化とクラウドに対するセキュリティ ソリューションを実装した後は、常に変化する脅威と

テクノロジーの進化に対応するために、アカウンタビリティ プロセスと改善プロセスが非常に重要となります。 

Q. シスコはセキュア データセンター ソリューションをどのように提供しますか。 
A. Cisco® のセキュア データセンター ソリューションは、実績あるフルセットのセキュリティ機能を提供します。こ

れらのセキュリティ機能は、ビジネス クリティカルなサービスやアプリケーションに影響を及ぼすことなく、複雑

なマルチサイトのネットワークに柔軟に統合され、拡張性と信頼性の向上を実現します。シスコのセキュリティ

製品は、シスコ ユニファイド データセンターに統合されており、特定のソリューション シナリオだけでなく、お客

様のインフラストラクチャ全体をシミュレーションした環境で徹底的にテストおよび検証されています。Cisco 
Validated Design と、ネットワーク製品、コンピューティング製品、セキュリティ製品で構成されるシスコのアー

キテクチャとを組み合わせることで、ソリューションとビジネス サービスを予測可能な信頼性の高い方法で導入

することが可能になります。また、これらの検証済みデザインでは、お客様のニーズに合わせてインフラストラク

チャを発展させることができます。 

Q. シスコのコア データセンター セキュリティは何を目標とし、どのような要件がありますか。 
A. シスコのセキュア データセンター ソリューションは、ネットワーク、コンピューティング、および仮想境界の安全

なセグメント化を可能にし、機能、デバイス、または組織に基づいてセグメント化されたポリシーを適用します。

また、ネットワーク リソースとアプリケーションへの制御されたアクセスを実現します。適切に定義されたポリ

シーを適用することで、データセンターのエッジとゾーン、さらにアプリケーションに対する内外の脅威をブロック

できます。これらのソリューションは、ネットワークのエンティティとフローに可視性を提供し、導入モデルに左右

されない一貫したポリシーの適用を促します。 

Q. 仮想化インフラストラクチャとクラウド インフラストラクチャをセキュリティ保護するためのアーキテクチャについ

て考慮すべきことは何ですか。 
A. 仮想化およびクラウド セキュリティ ソリューションは、次のアーキテクチャ上の要件を満たす必要があります。 

● 論理的な分離：論理エンティティにセキュリティを適用するために、セキュリティ制御を実装する必要がありま

す。論理エンティティには、物理的なインフラストラクチャ コンポーネントと仮想的なインフラストラクチャ コン

ポーネントの両方が含まれます。 

● ポリシーの一貫性：物理環境と仮想環境の両方に一貫して適用できるようにセキュリティ ポリシーを設計す

ることが重要です。 

● 自動化：リソースが動的に共有されるクラウド コンピューティング環境では、仮想マシン（VM）などのリソース

のインスタンス化と移動を自動的に実行できることと、VM ゾーンとセキュリティ ポリシーを VM と一緒に移

動できることが求められます。 

● 認証とアクセス コントロール：「いつでも」、「どこでも」利用できるクラウド サービスでは、ユーザのクレデン

シャルを検証し、クラウド サービスを承認するためにセキュリティ ポリシーが必要です。 

● 拡張性とパフォーマンス：仮想コンピューティングおよびクラウド コンピューティングの実装では、大規模な処

理負荷と、高密度仮想マシン、マルチデータセンター間接続、処理負荷のモビリティなどの基盤インフラスト

ラクチャを安全にサポートする必要があります。たとえば、ファイアウォール サービスと侵入防御システム

（IPS）サービスに関しては、ボトルネックになることを避けるためにスケーラビリティが必要になります。 
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仮想およびプライベート クラウド インフラストラクチャのセキュリティ保護 
Q. シスコのセキュア データセンター ソリューションは、ベアメタル環境、仮想環境、およびマルチテナント環境で

アーキテクチャ上の要件を満たすことに役立ちますか。 
A. シスコのセキュア データセンター ソリューションには、アーキテクチャ関連の機能が数多く組み込まれています。 

物理環境 

● Cisco ASA 5585-X 適応型セキュリティ アプライアンスは、業界トップクラスの MultiScale™ パフォーマンス

を備えており、高い秒間コネクション数、同時セッション数、高速スループットを実現し、柔軟性の高いさまざ

まなセキュリティ サービスを提供します。 

● Cisco IPS 4500 シリーズ センサーは、データセンターへの導入を前提として設計されています。4500 シ
リーズ センサーは、将来的な拡張と投資保護を念頭に置いた拡張可能なシャーシ上で、ハードウェア アク

セラレーションによるインスペクションと、実稼働に適したパフォーマンス、高いポート密度、エネルギー効率

を提供します。高性能、高密度のスリムタイプのフォームファクタと低消費電力は、空間的制約のあるデータ

センターに設置することを想定して設計されたものです。 

● Cisco ASA-CX コンテキスト認識型セキュリティ アプライアンスは、データセンター内の部門エッジ上のアプ

リケーション ファイアウォールとして導入できます。これにより、部門ネットワーク内での不正（未承認）サー

バの使用を識別して記録したり、遮断したりできます。 

● Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）Software Release 9.0 は、適応型セキュリティ アプライアンス

向けのエンタープライズクラスのセキュリティ機能をさまざまなフォームファクタで提供しており、幅広い種類

のスタンドアロン アプライアンス、組織の既存のネットワーク インフラストラクチャに統合されたハードウェア 
ブレード、パブリック クラウドとプライベート クラウドを保護するソフトウェアなどが含まれます。リリース 9.0 
の主な新機能としては、最大 8 台の Cisco ASA 5585-X または 5580 適応型セキュリティ アプライアンス

を 1 つのクラスタに統合する機能、Cisco クラウド Web セキュリティ（以前の ScanSafe）との統合、Cisco 
TrustSec® セキュリティ グループ タグ（SGT）などがあります。Cisco クラウド Web セキュリティとの統合に

より、Web アクセスと Web アプリケーションにきめ細かいポリシーを適用し、ウイルスやマルウェアからの

保護を実現できます。また、Cisco TrustSec SGT により、ネットワーク ファブリックにセキュリティを統合し、

ポリシーの構造を ASA プラットフォームに拡張できます。 

● Cisco TrustSec セキュリティ グループ アクセス（SGA）は、システムやユーザを接続のコンテキストに基づ

いて分類する革新的なテクノロジーです。TrustSec SGA の導入で、データセンター インフラストラクチャへ

のセキュリティ ポリシーの適用方法は一変します。このコンテキストベースの分類システムは、セキュリティ 
グループ タグ（SGT）を使用して、データセンター内でブロックを適用するかどうかをポリシーに基づいてイン

テリジェントに判断します。また、TrustSec SGA はファイアウォールのルールを自動化し、アクセス コント

ロールに伴う管理作業の負担を減らします。 

● Cisco Security Manager 4.3 は、包括的な管理ソリューションであり、一貫したポリシーの適用と、セキュリ

ティ イベントの迅速なトラブルシューティング、さらにセキュリティ導入環境全体の要約レポートの作成を可

能にします。シスコのセキュリティ環境を管理し、導入環境全体についての可視性を提供し、他の基本ネット

ワーク サービスとの情報共有を実現します。また、一連の強力な自動化機能によって、運用の効率を最大

限に高めます。Cisco Security Manager は、Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス、

Cisco IPS 4500 シリーズ センサー アプライアンス、Cisco AnyConnect® セキュア モビリティ クライアント、

および Cisco SR 500 シリーズ セキュア ルータを使用するシスコ セキュリティ環境の管理に使用できます。 

仮想環境 

● テナントの分離を必要としない環境では、Cisco ASA 5585-X 適応型セキュリティ アプライアンスなどのマル

チコンテキストのファイアウォールは、同じハードウェア上に複数の分離された（仮想）ファイアウォールを構

築していると見なすことができます。各コンテキストは、それぞれ独自のインターフェイスとセキュリティ ポリ

シーを持つ、独立したセキュリティ エンティティとして管理されます。 
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● Cisco Unified Computing System™（Cisco UCS®）に組み込まれている Cisco Virtual Machine Fabric 
Extender（VM-FEX）テクノロジーは、仮想ネットワーキングと物理ネットワーキングを 1 つのインフラストラク

チャにまとめます。VMware の vMotion と Cisco VM-FEX を併用することで、仮想マシンの移動に伴い、

ネットワーク ポリシーも一緒に新しい物理サーバまたは仮想サーバに移動されます。ASA 5585-X のマル

チコンテキスト ファイアウォールを Cisco IPS 4500 と VM-FEX に組み合わせると、大規模なテナント分離

を必要としない仮想環境のためのセキュア ソリューションを実現できます。 

テナントとゾーンのレベルで、より高い即応性、柔軟性、俊敏性と、きめ細かいセキュリティを必要とする仮想環

境の場合は、Cisco ASA 1000V クラウド ファイアウォールと Cisco Virtual Security Gateway（VSG）の組み

合わせが最適です。このセキュリティ ソリューションは、Cisco Nexus® 1000V シリーズ仮想スイッチでサポー

トされています。 

● Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチは、データセンター ネットワークにインテリジェントな仮想化機能を追

加することで、高度なセキュリティを備えたマルチテナントのサービスを提供します。これらのソフト スイッチ

は、ネットワーク エッジをハイパーバイザと仮想マシンにまで拡張するものであり、クラウド ネットワークの拡

張にも対応します。Cisco Nexus 1000V は、VMware vSphere、Microsoft Windows 2012 Server Hyper-
V など、さまざまなハイパーバイザ環境をサポートしています。Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチは、ソ

フトウェア定義型ネットワーク（SDN）の根幹である仮想オーバーレイ ネットワークの基礎ともなります。 

● Cisco Virtual Security Gateway は、Cisco Nexus 1000V シリーズ仮想スイッチに統合されており、VM 認
識能力を利用して複数のネットワーク ゾーンを作成できます。これにより、きめの細かい、VM 間のゾーン

ベースのセキュリティを実現することができ、たとえば、異なるテナント下の仮想マシンで実行されるサーバ、

サービス、またはアプリケーションを完全に論理的に分離できます。 

● Cisco ASA 1000V クラウド ファイアウォールは、サイト間 VPN、ダイナミック ホスト コンフィギュレーション 
プロトコル（DHCP）、ネットワーク アドレス変換（NAT）、インスペクションなどのテナント エッジ機能を提供し

ます。また、より柔軟な導入のために、Cisco Nexus 1000V シリーズ仮想スイッチを統合しています。さらに、

デフォルト ゲートウェイとして機能し、テナントをネットワークベースの攻撃から保護します。 

● Cisco Virtual Network Management Center（VNMC）は、一元化された仮想セキュリティ管理コンソールで

あり、Cisco ASA 1000V および Cisco VSG のセキュリティ ポリシーの管理に使用できます。VNMC は、仮

想環境とクラウド環境にエンドツーエンドのセキュリティを提供する、透過的で拡張性のあるマルチテナント

対応ポリシー駆動型管理ソリューションです。セキュリティ プロファイルに基づく、テンプレートを利用した動

的なポリシー管理によって、迅速かつスケーラブルな導入が可能になります。XML API を通じてサードパー

ティの管理ツールやオーケストレーション ツールをプログラム的に統合できるため、柔軟な管理が可能です。

VNMC により、セキュリティ管理者はコンプライアンスを目的として、セキュリティ ポリシーをアプリケーション、

サーバ、ネットワークとは切り離して制御することができます。 

仮想化サービスとクラウド サービス 
Q. シスコは仮想化とクラウドに関して、どのようなサービスを提供していますか。 
A. シスコは、セキュア データセンターとクラウド環境の計画、構築、および管理を成功に導くためにプロフェッショ

ナルなサポート サービスを提供しています。シスコのサービスは、お客様が複雑なデータセンターとクラウド イ
ンフラストラクチャをセキュアなものとして計画、構築、および管理するプロセスを支援します。複数のサイトまた

はマルチテナントの物理環境や仮想環境をセキュアに接続する、ビジネス アプリケーションやデータに任意の

デバイスから安全にアクセスできるようにする、情報とプライバシーを保護する、どこからでもセキュアなコラボ

レーションを可能にするなど、お客様の要件はさまざまですが、シスコはどのような要件に対しても、データセン

ター インフラストラクチャおよびクラウド内外でのポリシー、ガバナンス、コンプライアンス、および広範囲のセ

キュリティの実現に取り組み、お客様のビジネスを安全に保護します。 

セキュリティ サービスの詳細については、こちらを参照してください。 

データセンター サービスの詳細については、こちらを参照してください。 

http://www.cisco.com/web/JP/services/portfolio/serv_tech/security/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/services/portfolio/as/dcn.html
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Q. シスコはプライベート クラウドの構築とセキュリティ保護をどのように支援しますか。 
A. Cisco Intelligent Automation for Cloud ソフトウェア ソリューションは、仮想化データセンター内にプライベート 

クラウド サービスを構築して運用するための、強力な自動化およびオーケストレーション ツールです。仮想マシ

ンをオンデマンドでインスタンス化し、それらを Cisco ASA、ASA 1000V、または VSG によって定義されたセ

キュリティ ポリシーを持つ適切なネットワークに割り当てるプロセスをシステム内で定義できます。また、VSG 
および ASA 1000V 向けの一元化されたマルチテナント マネージャである VNMC は、サードパーティ製マネー

ジャやオーケストレーション ツールに統合できる XML API を備えており、これを利用して、オーケストレーショ

ンされたプライベート クラウド環境でセキュリティ ポリシーの自動化をさらに進めることができます。 

競合製品に対するシスコの優位性 
Q. シスコの長所は何ですか。 
A.  

● シスコは、セキュリティ テクノロジーにおいて豊富な実績を誇る業界リーダーであり、ASA 5585-X で、デー

タセンターの新しい需要に対応した高密度かつ高速のファイアウォールを提供します。 

● また、VM 間アーキテクチャおよびマルチテナント アーキテクチャ（ゾーン導入とエッジ導入）のセキュリティ

を柔軟に実現するために、Cisco VSG と ASA 1000V を提供しています。 

● 物理、仮想、クラウドという多様な導入環境にまたがる一貫した運用（ポリシーおよび管理）を可能にするだ

けでなく、Cisco ASA 1000V や VSG のようなネットワーク統合型のオーバーレイ プラットフォームをはじめ

とする、フォームファクタに依存しないセキュリティ ソリューションも提供されます。 

● VM-FEX、Overlay Transport Virtualization（OTV）、Cisco Locator/ID Separation Protocol（LISP）、
vPath などの革新的なデザインを利用して、ポリシーの移動をネットワーク ファブリックにシームレスに統合

します。 

● 仮想環境の拡張性を高めるために、マルチコンテキスト デザインとクラスタリングを提供しています。 

● シスコは製品を組み込んで徹底したテストを実施した、シスコ ユニファイド データセンターの検証済みデザ

インを提供しています。 

Q. シスコの仮想マルチサービス データセンター（VMDC）とは何ですか。 
A. VMDC は、シスコの検証済みアーキテクチャです。シスコは、セキュア データセンター、セキュア仮想データセ

ンター、またはセキュア プライベート クラウドにお客様が求める厳格なデザインの信頼性と安定性を満たすた

めに、ソリューションのテストを集中的に実施します。 

シスコの VMDC は、ミッションクリティカルなアプリケーションと機密データをホストするユニファイド データセン

ターを保護します。シスコ ユニファイド データセンターは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、仮

想化、管理という一連の機能を、運用効率の向上、IT 運用の簡素化、およびビジネスの即応性を目的として設

計された単一のファブリックベース プラットフォームに集約することで、データセンターの経済性を大きく高めま

す。 

管理ソフトウェアのレイヤを追加しなければ統合を実現できない他のソリューションとは異なり、シスコ ユニ

ファイド データセンターは、設計段階から仮想化と自動化を念頭に置いており、物理環境と仮想環境にまた

がるインフラストラクチャの共有プールから、オンデマンドでのプロビジョニングを可能にします。この方式に

より、コストセンターになりがちな IT 部門を、競争力を生み出す IT サービスへと転換できます。 

UDC と緊密に統合された VMDC では、市場をリードするシスコのファイアウォール、VPN、ハードウェア アク

セラレーションによる IPS、および仮想環境向けのアプライアンスとアプリケーションによって、セキュリティ制御

を実現できます。この検証済みのセキュアなデザインは、物理ネットワークから仮想ネットワークへのシームレ

スなネットワーク フローを実現し、効率的な運用とシンプルな管理プロセスを可能にします。複数のセキュリティ 
ゾーンを作成して、仮想ネットワーク内のリソースをテナントごとに論理的に分割し、フォールトトレラントな仮想

マシン移動を可能にします。エッジ セキュリティは、データセンターを外部の脅威から保護し、データセンター リ
ソースへのアクセスをコンテキストに基づいて保護します。Cisco VMDC 環境は、直感的に使用できる、強力
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で安全なセキュリティ環境であり、グローバル コリレーションを備えた革新的な IPS、ファイアウォール、および 
VPN テクノロジーを使用して、重要な情報資産に対する優れたリアルタイム プロテクションを実現します。 

その他の質問 
Q. 詳細な情報はどこで入手できますか。 
A. セキュア データセンター 

セキュア データセンター VMDC [英語] 

セキュアなマルチテナント [英語] 

シスコ ユニファイド データセンター 

Cisco ASA 5585-X 適応型セキュリティ アプライアンス 

Cisco IPS 4500 シリーズ センサー 

Cisco ASA 1000V 仮想ファイアウォール  

Cisco Nexus 1000V 仮想スイッチ 

Cisco Virtual Security Gateway 

Cisco Virtual Network Management Center 

Cisco ASA CX コンテキスト認識/適応型セキュリティ アプライアンス 

Cisco TrustSec 

Cisco Security Manager 

 

 

http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/security/index.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns1050/landing_vmdc.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns1050/landing_dcVDDC.html
http://www.cisco.com/web/JP/solution/datacenter/architecture.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/asa/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/ips4500/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/asa1000v/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/nexus1000/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/ifmodule/csm/vsg/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/netmgt/vnmc/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/asacx/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/solution/security/subsolution/trustsec.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/security/csm/index.html
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